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10 月から予防接種が変わります
予防接種法の改正により、10月１日から以下の予防接種が定期接種になります。

【水痘（水ぼうそう）予防接種】 ※対象者には、９月下旬に水痘予防接種予診票を郵送します。
対象者
生後12か月〜 36か月の幼児（１〜２歳児）
生後36か月〜 60か月の幼児（３〜４歳児）

接種回数
２回
１回

※接種期限は平成27年３月31日まで

※水痘にかかったことのある幼児は接種する必要はありません。
※既に水痘ワクチンを接種した幼児は、その回数分を定期予防接種で受けたものとみなします。
自己負担金 無料
接種方法 実施医療機関に直接予約し、接種を受けてください。

【高齢者肺炎球菌予防接種】
対象者 過去に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
①年度末年齢（平成27年３月31日現在）が65歳以上の方。
※平成31年度からは、接種日年齢が65歳の方のみになる予定です。
②接種日において60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害がある方。
接種回数 １回
自己負担金 4,000円（生活保護受給者は無料）
接種方法 接種を希望される方は、事前に健康課又は各保健センター窓口にお越
しください。高齢者肺炎球菌ワクチン予診票をお渡しします。
▼

健康課（はつらつセンター内☎63-2112） 新宮保健センター（☎75-3110）
揖保川保健センター（☎72-6336）
御津保健センター（☎322-3496）

大きな地震に備えるため、福祉
会館の耐震補強工事を実施してい
ます。工事期間中は安全のため、
一般の方への貸館はできません。
また、会館内に事務所を置く移
転団体は、工事期間中、西側に隣
接する揖龍広域センターへ移転し
ています。
事務所移転団体
●たつの市・太子町広域シルバー
人材センター
老人福祉センター
●龍野ライオンズクラブ

端末、スマートフォン、携帯電話
（一部非対応機種あり）から。
アドレス http://2014.yurugp.
jp/vote/
投票締切 10月20日（月）
※初回投票時にＩＤ登録が必要
たつの市民まつり運営委員会
（商工観光課内☎64-3156）
▼

福祉会館耐震補強工事を
実施

●西はりまライオンズクラブ
※上記４団体以外は、工事期間中
も会館内で事務を行ないます。
※電話、ＦＡＸ番号の変更はあり
ません。
高年福祉課（☎64-3152）

イベント
ゆるキャラ ® グランプリ 2014
に赤とんぼくんが参戦
全国の市町村・企業などからエ
ントリーしたキャラクターの人気
投票イベントに、今年も赤とんぼ
くんがエントリーしました。皆さ
んの応援をよろしくお願いします。
投票は、パソコン、タブレット

いひほ講座
「くらしの記憶〜祭り〜」をテー
マに語り合う講座を開催します。
とき 10月18日（土）14時〜
ところ 揖保川公民館
参加費 200円
※事前申込は不要
いひほ学研究会（☎323-3171）

▼

政

▼

行
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

第 28 回姫路矯正展

▼

とき 10月18日（土）10時〜16時、
19日（日）10時〜15時
ところ 姫路少年刑務所構内（姫
路市岩端町438番地）
内容 刑務所作業製品の展示即
売、施設内部の見学、
「生命のメッ
セージ展」、ゆるキャラが集合す
る様々な催しを予定
姫 路 少 年 刑 務 所（ ☎ 0 7 9 - 2 9 3 4133）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

▲

わくわく親子講座
「心を育む」
とき 10月１日（水）10時〜
ところ 新宮総合支所第１会議室
講師 山本 博香 氏（言語聴覚士）
新宮子育てつどいの広場
（☎75-2435）
「ネット社会の中での子育て」
とき 10月８日（水）10時〜
ところ はつらつセンター２階
講師 山根 真奈美 氏（姫路福祉
保育専門学校専任教員）
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「子どもを事故から守るために」
とき 10月14日（火）10時〜
ところ 揖保川公民館２階
講師 西はりま消防組合
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「子育て中の、おくすりマメ知識」
とき 10月15日（水）10時〜
ところ 御津総合支所２階
講師 キノシタヤ薬局薬剤師
御津子育てつどいの広場

御津…079

（☎322-2208）
10月の絵本の読み聞かせ
各つどいの広場で行います。
新 宮：７日（火）10時30分〜
揖保川：８日（水）11時〜
御 津：21日（火）10時30分〜
龍 野：30日（木）11時〜
子育て夢相談
専門家による子育て相談です。
とき 10月６日（月）10時〜12時
ところ 揖保川公民館２階
※予約制。各広場へ申込み

募

集

子育てつどいの広場
秋のお楽しみ会「うんどう会」
参加者を募集

▲

とき 10月28日（火）10時〜12時
ところ 青少年館体育室
内容 体操・玉入れ・親子競技等
対象者 乳幼児とその家族
定員 130名
参加費 子ども１人につき300円
申込期間 ９月25日（木）〜10月17
日（金）※定員になり次第締め切り
申込方法 各子育てつどいの広場
へ参加費を添えて申込み
申込・問い合わせ先 子育てつ
どいの広場（☎龍野：62-9255、新
宮：75-2435、揖保川：72-6577、
御津：322-2208）

▲

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

広告

▲

参加対象者 要介護１〜５の認定
を受けている在宅高齢者の主たる
介護者（ただし、市内在住の方）
申込方法 印鑑、介護保険被保険

者証を持参の上、下記のセンター
へお申込みください。
※交通費、食費等は市から一部助
成します。
揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
とき 11月11日（火）
「鳥取 砂の美術館と蟹料理昼
食会」
※９時40分にいぼがわ荘に集合
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎66-0230、61-9002）
とき 11月29日（土）
「要介護者の体調管理 自宅で
できる感染予防 」
※８時に桑の実園に集合

「楽・得 介護塾」
参加者を募集
参加希望の方は、下記のセン
ターへお申込みください。
参加対象 介護している方、介護
に関心のある方
ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき 11月15日（土）14時〜15時
「高齢者の病気対策アラカルト」
御津在宅介護支援センター
（☎324-0767）
とき 11月21日（金）10時〜11
時30分
「要介護者の体調管理 自宅で
できる感染予防 」

在宅保健師等を募集
職務内容 健康増進や母子保健事
業等に携わる業務
募集職種 保健師、正看護師、助
産師、健康運動指導士

△広告は市が自主財源の確保を目的に有料で掲載しています。この内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
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▼

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
①豆腐づくりと料理体験
とき 10月９日（木）10時〜14時
募集人数 20人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具
参加費 1,000円程度

JICA ボランティアを募集
技術や経験を活かし、開発途上
国の人々と共に生活し、相互理解
を図りながら行う海外でのボラン
ティアです。
応募資格
●青年海外協力隊 20歳〜39歳の
日本国籍を有する方
●シニア海外ボランティア 40歳
〜69歳の日本国籍を有する方
募集期間 10月１日（水）〜11月４
日（火）
独立行政法人国際協力機構

兵庫県立但馬技術大学校
平成 27 年度学生を募集
学科 建築工学科、機械制御工学
科、情報工学科、自動車工学科
試験区分 推薦入校試験
試験日 10月25日（土）
募集期間 10月１日（水）〜17日
（金）
※一般入校試験（第１回）は、11月
29日（土）に行います。
兵 庫 県 立 但 馬 技 術 大 学 校（ ☎
0796-24-2233）
▼

所在地および募集区画数
①日山農園（龍野町日山182-3）
募集区画数 ３区画
②日飼農園（龍野町日飼226-1）
募集区画数 16区画
③御津ふれあい農園
（御津町苅屋90-1）
募集区画数 ４区画（30㎡）、
５区画（50㎡）
対象者 市内在住の方
農園利用料 日山農園・日飼農園
１区画5,000円（年額）
※御津ふれあい農園の利用料は、
御津総合支所地域振興課までお
問い合わせください。
申込方法 印鑑を持参のうえ、日
山・日飼農園については農林水産
課へ、御津ふれあい農園について
は御津総合支所地域振興課へお申
込みください。
※区画の決定は先着順です。
※日山・日飼農園については駐車
場がないため、自動車での利用
はできません。
御地
農林水産課（☎64-3157）、 ○
域振興課（☎322-1001）

JICA関西国際センター（☎0782 6 1 - 0 3 4 1 、J I C A ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.jica.go.jp）

お知らせ
新しいライフスタイル展開
キャンペーン
新しいライフスタイル委員会と
県が、地球環境に配慮した新しい
ライフスタイルを呼びかけるキャ
ンペーンを行います。次のことを
心がけ、環境に負荷を与えない生
活を実践しましょう。
≪地球にやさしい買い物≫
買い物袋を持参し、次のものを
選びましょう。
・「再生品」
「地元産」
「旬」のもの
・包装の少ないもの
・詰替用の商品
・はかり売りのもの
・容器は再利用できるもの又は長
く使えるもの
≪省エネ生活の徹底≫
・不要なテレビ、照明は消灯する
・不要な冷暖房は控える
・冷蔵庫は整理整頓し、扉の開閉
回数を少なくする
・入浴時はお湯やシャワーの使い
すぎに注意する
・駐停車時はアイドリングストッ
プする
実施期間 10月１日（水）〜31日
（金）
環境課（☎64-3150）
▼

「市民ふれあい農園」
利用者を募集

②おもてなし料理体験
とき 10月30日（木）10時〜14時
募集人数 20人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具
参加費 1,000円程度
③たつのの味シリーズ ⑵秋冬野菜
とき 11月６日（木）10時〜14時
募集人数 20人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具
参加費 1,000円程度
④日本の美味めぐり体験
とき 11月14日（金）10時〜14時
募集人数 20人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具
参加費 1,000円程度
⑤第２弾秋の漁師料理体験
とき 11月20日（木）10時〜13時
募集人数 25人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具
参加費 1,000円程度
※①〜④は、第６回全国醤油サ
ミット協賛事業です。
※全ての体験教室に関して、ご予
約のキャンセルは２日前まで受
付します。
◆体験学習室のご案内
目の前に広がる瀬戸内の海や
島々の眺望も楽しめ、研修などど
なたでもご利用いただけます。
申込先 道の駅みつ体験学習室
（☎322-8020）

▼

勤務日・時間 月〜金曜日８時30
分〜17時15分のうち指定日時（月
に数回程度）
賃金 日額制（市基準）
勤務場所 はつらつセンター、各
保健センター
応募方法 履歴書と資格証明書の
写しを健康課へ提出
応募期限 10月１日（水）まで
申込・問い合わせ先 健康課（☎
63-2112）
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▼

とき 11月９日（日）13時30分〜15
時
ところ 龍野図書館２階研修室
演題 『一冊の本ができるまで』
講師 池田 雅延 氏（元新潮社編
集者）
定員 50名
申込期間 10月１日（水）〜
龍野図書館（☎62-0469）

身体障害者相談

▼

とき 10月10日（金）10時〜12時
ところ 中央公民館工芸実習室、
御津公民館実習室
相談員 身体障害者相談員
対象者 市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
※事前予約は必要ありません。開
催日に直接会場へお越しくださ
い。相談中の場合はお待ちいた
だくことがあります。
地域福祉課（☎64-3204）

「新規高卒者ふるさと雇用奨励金」
の申請受付がスタート
市内居住の新規高卒者（平成26

年３月卒業）を正規採用した事業
主に交付する奨励金の申請を受け
付けます。該当する事業主は、期
間内に申請をお願いします。
条件 次の条件をすべて満たす企
業
①市内に所在する事業所（支店、
工場等を含む）の事業主
（ただし、風営法第２条に規定
する事業を営む事業主は除く）
②市内居住の新規高卒者を平成26
年４月30日までに正規採用し、
その後１年継続して雇用する見
込みがあること。
③雇用保険の適用事業所で、市税
の滞納がないこと。
奨励金の額 高卒者１人あたり15
万円
申請期間 正規採用後６か月を経
過したのち30日以内
（例：４月１日採用の場合は10月
１日〜30日の間）
申請方法 次の①〜⑩の書類を商
工観光課へ提出してください。
①新規高卒者ふるさと雇用奨励金
交付申請書
②新規高卒者雇用年月日等証明書
③新規高卒者の市内居住が確認で

防災マップを広げよう

きるもの（住民票の写し）
④新規高卒者であることを証明で
きるもの（卒業証書等の写し）
⑤雇用保険被保険者資格取得等確
認通知書（事業主控えの写し）
⑥新規高卒者の雇用条件がわかる
書類（雇用契約書、労働条件通
知書の写し）
⑦申請日直近１か月分の勤務状況
等がわかる書類（出勤簿、賃金
台帳等の写し）
⑧高等学校等又は公共職業安定所
の紹介により雇用したことを証
明できる書類
⑨事業主の市税完納証明書
⑩確認書
※①②⑩の様式は市ホームページ
からダウンロードできます。
注意事項 パート・アルバイトで
の雇用、２親等以内の親族の雇用、
国等の助成制度を受けている場合
は対象外
商工観光課（☎64-3156）

▼

龍野図書館読書講演会

遺言や大切な契約を
公正証書が守ります
10月１日（水）から７日（火）は公
証週間です。

土砂災害から身を守るために！

土砂災害は、一瞬にして尊い命を奪います。
土砂災害から身を守るため、自宅周辺の危険な場所を確認し、避難経路を家族で話し合いましょう。
危険な場所、避難場所は、市ホームページ（「防災マップ」）
又は兵庫県ホームページ「CGハザードマップ」
山鳴りがする
（http://web.hyogo.jp/）でも確認できます。

川の流れが濁り
木流が混ざりはじめる

雨が降り続いているのに
川の水位が下がる

土砂災害が発生する前兆現象
１．雨が降り続いているのに川の
水位が下がる
２．小石がバラバラ落ちてくる
３．沢や井戸の水が濁る
４．地面にひび割れができる
５．斜面から水がふき出す
６．山鳴りがする
７．川の流れが濁り木流が混ざり
はじめる
８．腐った臭いがする
▲

危機管理課（☎64-3219）
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小石がバラバラ
落ちてくる

斜面から水がふき出す
地面にひび割れができる

沢や井戸の水が濁る

☞ 消費生活 豆知識 Point
プロバイダ勧誘の
トラブルが多発！！
遠隔操作にご注意を！
大手通信会社を名乗り、消費者に誤解をさせるような勧誘をし、遠隔操作を使い設定を完了させる
ケースが多発しています。
プロバイダ契約は電話勧誘であっても、クーリング・オフの適用はありません。内容を十分理解し
ないまま承諾したりせず、周りの人に相談をし、必要なければキッパリ断るようにしましょう。

▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

とき 10月11日（土）12時〜17時、
12日（日）９時〜16時（表彰式14時
〜）
ところ 龍野経済交流センター１
階ギャラリー
公益財団法人岡田茂吉美術文化
財団 前田（☎62-0331）

【御津会場】
とき 10月11日（土）15時〜16時
（開場14時30分）
ところ 御津町公民館ホール
出演 ゴスペルクワイア四季彩、
白川ｊａｚｚ研究所
【新宮会場】

とき 10月８日（水）14時30分〜
ところ たつの市民病院２階大会
議室
テーマ 認知症と運動について
講師 理学療法士 樽本 直樹 氏
内容 講義
※予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

▼

サタデーナイトロビーコンサート
50回記念スペシャル

生活習慣病教室の開催

※９月４日時点の登録品です。
「譲りたい品物」
（ 下線のものは有
料です）
○エプソンプリンタ用インクカー
トリッジ
〇子ども用学習机・椅子
「譲ってほしい品物」
○第一仏光保育園 体操服、スモッ
クほか（90cm〜）
○半田小学校 体操服、制服ほか
（男児用110cm、男児用及び女
児用130cm〜）
○チャイルドシート
○ ま あ や 学 園 制 服（ 女 児 冬 用
110cm）
※なお、登録の際、現物の写真や
イメージ図などがあると交換が
成立しやすくなります（印刷し
たもの、
データのどちらでも可）
。
環境課（☎64-3150）
新 市民福祉課
（☎75-0253）
○
揖 市民福祉課
（☎72-2523）
○
御 市民福祉課
（☎322-1451）
○
▼

▼

ＭＯＡ美術館児童作品展

▼

毎月、各種職業の講師による講
座を開催しています。
（申込不要、
初回のみ1,000円必要）
とき 10月11日（土）15時〜17時
ところ 揖保川公民館
演題 「鶏籠山と龍野古城」
講師 金治 愼一 氏（霞城文化自
然保勝会）
揖保川公民館（☎72-2412）

家庭不用品交換情報コーナー

人権相談
とき 10月８日（水）13時〜15時
ところ 新宮総合支所しんぐう
ホール、揖保川総合支所１階相談室
人権推進課（☎64-3151）

▼

あいあい塾

とき 11月15日（土）15時〜16時
（開場14時30分）
ところ 新宮町公民館ホール
出演 ヘルマンハープアンサンブ
ル、太子高校Ｊコーラス部
入場料 両会場とも無料
主催 たつの文化活動促進運営委
員会、
（ 公財）童謡の里龍野文化振
興財団
たつの文化活動促進運営委員会
前田（☎080-5343-7461）

▼

▼

遺言や任意後見契約、金銭消費
貸借・土地建物の賃貸借などの大
切な契約を公正証書で作成してお
くことで、権利の争いを未然に防
ぎ、あなたの財産を守ります。
公正証書などに関するお問い合
わせは、龍野公証役場へご相談く
ださい。相談は無料です。毎日
（平日）受け付けています。
龍野公証役場（☎62-1393）
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今月の市税

▼

国民健康保険税（普通徴収分）
第３期分
納期限 ９月30日（火）
納付場所 金融機関・郵便局・コ
ンビニエンスストア、会計課・各
総合支所地域振興課
※納付には便利な口座振替をご利
用ください。申込みは税務課又
は各総合支所地域振興課、金融
機関・郵便局へ。
※市役所窓口で、キャッシュカー
ドで口座振替の申込みができま
す。詳細は税務課へお問い合わ
せください。
税務課（☎64-3144）

10 月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき 10月14日（火）９時30分〜11
時30分
ところ 市役所２階相談室
〈新宮〉
とき 10月９日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき 10月21日（火）13時〜15時
ところ 揖保川総合支所１階相談
室
〈御津〉
とき 10月15日（水）13時〜15時
ところ 御津総合支所２階相談室
総務課（☎64-3142）

6 広報たつの９月号

▼

公民館サークル（書道教室、パッ
チワーク、陶芸）、名村一義（写真）、
越部小学校児童の作品を展示しま
す。
新宮公民館（☎75-0922）

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
10 月の展示
小学生の税に関するポスター及
び書道作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

とき 10月９日（木）10時〜11時30
分、12時45分〜15時30分
ところ 御津総合支所
主催 御津ライオンズクラブ
※400ml献血をされた方には、卵
２パックとティッシュペーパー
５箱進呈
健康課（☎63-2112）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
10 月の展示

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
10 月の展示

10時30分〜10時50分
『つきのぼうや』ほか
おはなしのじかん（小学生以上〜）
11日（土）
・18日（土）
11時〜11時30分
「ふしぎなたいこ」ほか
読書会（一般）
17日（金）10時〜12時
『老いの才覚』曽野 綾子 著

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児〜、保護
者）
12日（日）
・19日（日）
11時〜11時20分
『おにぎり』ほか
読書会（一般）
14日（火）13時30分〜15時30分
わ だ
えい
『富岡日記』和田 英 著

岩見保育所５歳児の絵画を展示
します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

献血にご協力を

図書館からのお知らせ
〈10 月の催し〉

休日・夜間

龍野図書館（☎62-0469）
読書会（一般）
10日（金）10時〜11時30分
「ブレノワール」森 絵都 著
（『気分上々』より）
こどもの本を読む会
９日（木）10時〜11時30分
『銀色ラッコのなみだ』岡野 薫子
著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
６日（月）
・19日（日）
・27日（月）
11時〜11時20分
『くだもの』ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
４日（土）
・11日（土）
・18日（土）・
25日（土）10時15分〜10時45分
「こすずめのぼうけん」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３〜５歳児、保
護者）
11日（土）
・18日（土）

10 月 水道当番（緊急時）
＜揖保川地域＞
中元産業㈱
（☎72-2031）
＜御津地域＞
１日〜10日 ㈱大西商店
（☎324-0047）
11日〜20日 ㈱ダイワ
（☎079-272-5341）
21日〜31日 ミツバ商事㈱
昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）

ご冥福をお祈りします
※８月16日〜 31日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）
名

前

住

清水

衛

赤星

ミサ

所

死亡月日 （年齢）

神岡町東觜崎 ８/ ９（68）
御津町苅屋

８/13（84）

久保田キヨ子 揖西町中垣内甲 ８/15（98）
小林タツ子

新宮町市野保 ８/16（85）

